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はじめに

　筆者らは、「大人のネットワーク」は「子どものセー
フィティネット」というかんがえのもとに、外国につな
がる子どもが、自己存在感・自己有用感をもって学校、
家庭、地域で生活がおくれるように、教育支援にかかわ
る、保護者、学校、支援者、行政の連携・協働モデルの
構築を目的として研究をおこなっている。目的達成のた
めに、筆者らがフィールドとする地域で、保護者（特に
結婚移住女性）、学校教員、支援者、行政の人々へのき
きとり調査を実施し、地域・学校での教育支援のとりく
み事例のほりおこしをおこなっている。調査結果の考察
から構築した教育支援をめぐる連携・協働モデルを他地
域にしめすことで、（1）教育支援における地域格差の解
消につなげる、（2）関係者がそれぞれエンパワーメント
されることをもくろんでいる。調査研究対象地域は東

北・九州を中心としたいわゆる外国人散在地域とし、こ
れまで、各地域で中心的な活動を展開している「支援者
を軸にしたネットワーク形成とその活用実態」（土屋・
他 2012）の研究発表、つづいて、「行政の教育・支援に
おけるはたらき」（土屋・他 2013）の研究発表をおこな
った。
　以上の研究経過をふまえ、本稿では、山形・福島の 2
地域に焦点をあて、外国につながる子どもをめぐる「大
人」の連携・協働についての現状を整理し、その上で、
連携・協働がより拡充し、継続発展していくにはどうす
べきかを考察する。

1．外国人散在地域における
外国につながる子どもの教育支援の課題

　本稿でとりあげる山形県、福島県の面積は、山形県が
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要　約

　外国人散在地域では、教育支援の対象となる外国につながる子どもも数がすくなく散在しており、行
政の施策につながりにくいことから、教育環境がなかなか整備されない。筆者らは、外国人散在地域に
おける子どもの教育支援にかかわる、関係者の連携・協働モデルの構築を目的として、ききとり調査を
実施し、地域・学校での教育支援のとりくみのほりおこしをおこなっている。本稿では、外国人散在地
域である山形・福島の 2 地域をとりあげ、考察をおこなった。子どもに対する教育支援は、支援者と学
校教員がになっており、子どもがいなくなるとそのとりくみは中断される。こうした「ひと」に依存し
た態勢では、教育支援の経験と知識が学校にも地域にも蓄積されず、その結果、教育支援のとりくみに
格差が生じることとなる。学校、そして教育委員会が教育支援に主体的に直接関与するとともに、学
校、教育委員会、自治体、国際交流協会、支援団体、大学の組織による連携・協働をうながす「協議
会」によって、地域全体の教育支援をささえるしくみが必要である。

キーワード：外国につながる子ども、外国人散在地域、大人のネットワーク、
子どものセーフティネット、協議会
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全国 9 位、福島県が全国 3 位である 1。法務省（2013）
によると、2012 年末現在、在留外国人数は山形県 6,214
人、福島県 9,259 人で、県の総人口 2 にしめる在留外国
人の割合は、山形県が 0.54％、福島県が 0.47％と、全国
平均 1.59％をおおきく下まわっている。両県とも外国人
が広域にわたって居住しており、外国人散在地域とよば
れる。
　外国人散在地域では、教育支援の対象となる外国につ
ながる子どもも同様に散在している。外国につながる子
どもとは、日本国籍の有無にかかわらず、複数の文化や
言語を移動する子どもをさし、家族や親の来日にともな
ってきた子ども、日本うまれ・日本そだちの二世・三
世、国際結婚による子どもなどにくわえて、「連れ子」

（母親の来日前の婚姻関係でうまれた子で、本国の親戚
等にあずけられて成長し、数年後によびよせられた
子）、海外帰国児童生徒等である。
　文部科学省（2013）によると、2012 年 5 月現在、全
国の公立学校に在籍する外国人児童生徒は 71,545 人 3

で、そのうち日本語指導が必要な外国人児童生徒 4 は
27,013 人である。山形県、福島県をみると、公立学校に
在籍する外国人児童生徒数は山形県 145 人、福島県 215
人で、そのうち日本語指導が必要な外国人児童生徒数は
山形県 45 人、福島県 45 人となっている。また、日本国
籍を有する 5 日本語指導が必要な児童生徒数は 6,171 人
で、山形県 18 人、福島県は 12 人となっている。全国の
在籍状況をみると 5 人未満の少数在籍校が大多数をし
め、中でも 1 人在籍校の割合がもっともたかい。山形
県、福島県も同様で、このことからも散在状況がうかが
える。
　これら外国人散在地域では、子どもの教育支援が行政
の施策となりにくく、予算の確保がむずかしい。たとえ
ば、山形・福島両県ともセンター校 6 といった中核とな
る学校は配置されておらず、仮に配置されていたとして
も、そのような学校に通学することは、公共交通機関の
点からも困難で、さらに冬期は積雪のためなお一層困難
となる。
　一方、教育支援にあたる大人も散在している。外国に

つながる子どもはある日突然やってくる。子どもの教育
支援にあたっては、「生活言語習得と学習言語習得を意
識した日本語教育、子どもの学力、母語・母文化の維
持、受け入れ側の意識改革」（江原 2011）を考慮してす
すめ、何よりもこころの安定をはかってやらねばならな
い。しかし、現行の教育職員免許法および教育職員免許
法施行規則においては、外国につながる子どもの教育に
関する科目は必修化されておらず、知識もないまま、う
けいれ経験のまったくない学級担任がその対応にあたる
ことがおおい。散在地域ではその傾向がさらにつよくな
る。仮に、管理職等がみずから苦労して外部から支援者
をさがしだし、支援者が学級担任と共に子どもを教育支
援できたとしても、その子どもがいなくなったら、とり
くみがおわり、それに関する知識や経験は、学校や地域
に蓄積されない。期間をおいて、またあらたに子どもが
やってきたら、ゼロからとりくみがはじまる、というく
りかえしで、外国につながる子どもの教育環境はなかな
か整備されない。くわえて、外国につながる子どもの教
育に関する明確な法律はいまださだめられていないので
ある。
　各地域で、困難な状況にある子どもの存在に気づいた

「大人」が、まったなし、猶予なしの状態で、学校や地
域で、それぞれにとりくみをおこなってきた。「目の前
の子どもをたすけなければならない」という意志が、

「ひと」と「ひと」とのつながりをうみだし、教育支援
の動力となってきたのである。「子ども」も「大人」も
少数である外国人散在地域では、長期にわたって、「ひ
と」と「ひと」とのつながりが教育支援をささえてきた
といっても過言ではない。しかし、これのみに依存して
いたのでは、貴重なとりくみも対症療法的なものとな
り、やがては人しれずうもれてしまう。教育支援に関す
る知識や経験が蓄積されない、共有されない、地域格差
が解消されない、というような状態にそろそろ終止符を
うたねばならない。それには、「ひと」と「ひと」との
つながりを財産としていかしながら、組織や機関をうご
かしていく連携・協働のしくみを構築することが必須で
あるとかんがえる。

1 国土交通省国土地理院「平成 24 年全国都道府県市区町村別の面積を公表」http://www.gsi.go.jp/ による。
2 総務省統計局「人口推計（平成 24 年 10 月 1 日現在）」http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2012np/index.htm による。
3「平成 24 年度学校基本調査」による。
4 文部科学省は「「日本語指導が必要な児童生徒」とは、「日本語で日常会話が十分にできない児童生徒」及び「日常会話がで
きても学年相当の学習言語不足し、学習活動への参加に支障が生じており、日本語指導が必要な児童生徒」を指す。」として
いる。

5 文部科学省は「日本国籍を有する児童生徒とは、帰国児童生徒のほかに日本国籍を含む重国籍の場合や、保護者の国際結婚
により家庭内言語が日本語以外の場合などが考えられる。」としている。なお、帰国児童生徒数は 1,509 人で日本国籍を有す
る児童生徒の 24.5％をしめる。

6 他校に在籍する外国人児童生徒をうけいれ、日本語指導等をおこなう学校をさす。
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　以下、外国人散在地域の課題をかかえた山形・福島の
2 地域について、教育支援の連携・協働の現状をのべ
る。

2．山形における教育支援

　山形県は、山形市のある村山地方、県南の置賜地方、
日本海に面する庄内地方、県北の最上地方の 4 地方にわ
かれるが、ここでは行政が教育支援にかかわっている村
山地方を中心に、教育支援の変遷についてみていく。

2.1　経緯
2.1.1　村山地方における教育支援の連携・協働
　1990 年代後半に中国帰国者のよびよせ家族の子ども
がふえたことにより、1995 年、山形市立南山形小学校
に日本語教室が開設された 7。山形市教育委員会（以
下、山形市教委）は 1996 年に中国語母語話者の日本語
指導員の派遣をはじめ、その後、韓国からの結婚移住女
性の「連れ子」がふえたため、2001 年には韓国語母語
話者の日本語指導員も配置された。
　2002 年、山形県国際室が NPO 法人 IVY に委託し、

「日本語を母語としない児童生徒と保護者を対象とする
アンケート調査」がおこなわれた。IVY は 263 組の親
子にアンケートを、16 組の親子にインタビューを実施
し、その結果を報告書にまとめるとともにシンポジウム
を開催した。このシンポジウムに山形市国際交流課（当
時）が出席したことから、山形市周辺の教育支援の状況
がおおきくうごきだすこととなる。
　山形市国際交流課は、子どもへの教育支援はその保護
者への支援でもあり、ひろい意味で行政サービスとなす
べき在住外国人支援であるとのかんがえのもと、2004
年、「在住外国人等就学支援事業」にのりだした。山形
市（2005）によると、この事業では（1）「在住外国人の
子どものための学習教室」、（2）おたのしみ会などの

「イベント」、（3）「進学ガイダンス」、（4）「保護者会」、
（5）学校の担当教諭等との「関係者意見交換会」、（6）
スタッフのための「研修会」、（7）「学習教室だより」の
発行、（8）学校、市教委への報告である「学校への引継
ぎ」がおこなわれた。
　（1）「在住外国人の子どものための学習教室」では、
①来日まもない子どものための日本語クラス（就学する
までの初期集中指導）、②科目補習クラス（通学をはじ
めた児童生徒対象の、週末を利用した日本語および科目
指導）、③ハイティーンクラス、④夏期集中講座、⑤出

張教室を開設した。⑤では、事業のスタッフが学校にで
むいて学習支援を実施したのだが、交通手段がなく学習
教室にかよえない児童生徒のほか、山形市教委による中
国語・韓国語母語話者の日本語指導員では対応できない
言語（フィリピノ語等）を母語とする児童生徒等も対象
となった。
　また、山形大学の学生を中心とするボランティアサー
クル「Cherish Club Yamagata ─世界の子どもたちの
笑顔のために」（CCY）が設立され、現在も、週末を利
用して「科目補習クラス」やイベントを実施している。
　この事業では、準備期間に山形市教委、所属の日本語
指導員、小学校日本語教室担当教諭とうちあわせをおこ
ない、事業における役割の明確化をはかっている。その
後、山形市役所内の関係各課（市教委、市民課、国際交
流課）が、就学手つづき、外国人登録、外国人相談窓口
等で対象者に事業の紹介ができるよう連携をはかった。
事業の目処がたった段階で「山形市在住外国人等就学支
援事業推進委員会」が設置され、県・市国際担当課、
県・市教委、小中学校校長会、山形大学、支援団体が参
加した。このように、関係する行政機関が準備段階から
うちあわせをくりかえし、諸機関・団体と連携・協働し
て事業のしくみづくりをおこなったことにはおおきな意
義があり、その後の事業の拡大にもつながっている。
　山形市の事業には近隣の市町からも参加があり、継続
をもとめる保護者の署名運動もおこなわれたため、
2005-2006 年度には、4 市 2 町（山形市、寒河江市、上
山市、天童市、山辺町、中山町）による「村山広域在住
外国人等こども日本語習得支援事業」（村山広域在住外
国人等こども日本語習得支援協議会 2006、2007）へと
発展した。この事業では、村山広域在住外国人等こども
日本語習得支援協議会のもとに事業の推進を検討する幹
事会が設置された。幹事会には 4 市 2 町の担当課・教育
委員会のほか、県、県教委、村山教育事務所、県国際交
流協会、山形市国際交流協会、山形大学、3 支援団体が
参加した。事業終了後の 2007 年度には、この幹事会が

「こども日本語習得サポートの会」（以下、サポートの
会）へ移行し、情報交換と、支援団体の育成および助成
をおこなっている。また、事業にかかわった支援者が

「山形こども日本語サポートネット」（以下、サポートネ
ット）をたちあげ、サポートの会の助成をうけて、研修
会、学習会をひらいている。
　2009 年度には市町教育委員会がコーディネートして
指導員を学校に派遣する体制がととのった。また、山形
市内の小中学校からは、外国出身の保護者をもつ日本う

7 その後、山形市立第三小学校、山形市立第九小学校にも日本語教室ができる。
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まれの子どもに対する支援の要望もよせられるようにな
った。これは、外国につながる子どもに対する認識、教
育支援の必要性に対する意識のたかまりをしめすもので
あり、4 市 2 町においては行政、学校教員、支援者のネ
ットワークが形成されつつあったととらえることができ
る。

2.1.2　山形県における連携・協働プロジェクト
　全県レベルの連携による事業としては、まず、子ども
の教育支援をテーマとした、2007 年の日本語学習支援
ネットワーク会議（以下、ネットワーク会議）8 があげ
られる。事業の実施にあたっては実行委員会が組織さ
れ、山形県国際交流協会副理事長を実行委員長に、山形
県国際室、山形市国際交流センター（かつての山形市国
際交流課）、山形市国際交流協会、（財）出羽庄内国際交
流財団、山形大学、4 民間団体が委員として、山形県教
育庁、山形市教委がオブザーバーとして参加した。「実
行委員会方式」が可能となった背景には、「1985 年の朝
日町を皮きりに、行政が国際結婚を斡旋してアジアから
結婚移住女性をうけいれ」（佐藤 1989）、行政、支援団
体が連携して結婚移住女性の支援にあたってきたという
実績がある。また、1994 年に組織された山形日本語ネ
ットワークの年次総会には、山形県国際室がオブザーバ
ーとして参加し、県内の在住外国人の状況について報告
をおこなうとともに支援のあり方について情報交換をお
こなってきた。このように成人支援においては、行政、
大学、支援団体のネットワークが構築され維持されてき
た。それが子ども支援のネットワークに移行し機能した
ということがいえる。2007 年のネットワーク会議に
は、オブザーバーとしてではあるが教育委員会の参加を
えたこと、登壇者として学校教員が参加したことは特筆
すべきことである。
　2008 年 11 月からは、トヨタ財団の助成をうけ、学校
むけの「山形県外国人児童生徒受け入れハンドブッ
ク」9 の作成と、外国人保護者むけの学校紹介「山形市
のたのしい学校」10 の電子化を開始した。このときも

「実行委員会方式」が採用された。つまり 2007 年のネッ
トワーク会議の実行委員がふたたび集結し作成委員会が
組織されたわけであるが、山形県教育長が委員長をつと
め、山形県教育庁、山形市教委、学校教員らが委員とし
て名をつらねた意義はおおきい。2010 年の完成時には

研修会を開催し、県内から学校教員、支援団体の参加を
えた。ハンドブックの作成過程において、「子どもの教
育支援にかかわる大人のネットワークが組織されたので
ある」（土屋・内海 2012）。また、2007 年のネットワー
ク会議実行委員会とくらべると、各委員の役割がより明
確になり、ハンドブックの作成にあたってはそれぞれが
一定の責任をはたしたといえることがおおきなちがいで
ある。
　2013 年には、山形が 2 度目となるネットワーク会議
がひらかれた。ここでもまた「実行委員会方式」が採用
され、2007 年時とほぼ同様の構成で実行委員会が組織
された。2013 年は子どもの教育支援に特化したもので
はなかったため、教育委員会や学校関係者の参加はなか
ったが、山形県国際交流協会の主導により、各委員が主
体的に役割を分担して会議を運営したことはおおいに評
価できる。

2.2　特徴と課題
　山形市をふくむ 4 市 2 町では、2009 年度から市町教
育委員会による日本語指導員の派遣とコーディネートの
体制がととのったが、この地域の教育支援においておお
きな役割をはたしているのは、支援団体助成と情報交換
をおこなう、サポートの会である（2.1.1参照）。自治体
の単位をこえた 4 市 2 町という連携も他にあまり例をみ
ないが、年に 1 回の総会と情報交換会で、市町担当課、
教育委員会と支援団体が同席して顔をあわせ、「ひと」
と「ひと」のレベルでつながりがうまれる意義はおおき
い。このつながりにより、個別のケースに関する日常的
な情報交換がうながされるなど、きめのこまかい教育支
援を可能にする環境へとつながっている。
　教育支援の実際においては、支援者の所属するサポー
トネットがおおきな役割をはたしている。子どもがすく
なく散在している地域では、学校単体で教育支援を完結
させることができにくく、学校と支援者との連携が一層
重要な意味をもつ。支援の必要な子どもの入学・編入に
際しては、教育委員会がサポートネットに支援者の紹介
を依頼し、サポートネットの協力をえて日本語指導員派
遣をコーディネートしている。4 市 2 町の教育支援の実
施においては、教育委員会、学校、サポートネットの連
携が機能しているといえる。
　一方で課題もある。現在、日本語指導においては指導

8 岩手大学が発起人となって 2005 年度に開催し、東北 5 県（岩手、秋田、宮城、山形、福島）が交代で毎年ひらいてきた。
山形県では 2007 年、2013 年に開催された。

9 http://www2.jan.ne.jp/~airy/yamagata-gaikokujinjidou-handbook/
10 http://www.y-chuo-lions.jp/school/
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員派遣がおこなわれているが、生活支援や通訳・翻訳は
そのかぎりではなく、母語のできる支援者が支援の必要
にせまられ、ボランティアで、になっていることがおお
い。しかし、子どもの学校生活は、安定した家庭によっ
てささえられていることをかんがえると、外国出身保護
者の家庭に対する支援も必要なのである。子どもと保護
者の生活支援にも指導員として関与できる体制づくりが
もとめられる。
　サポートの会がうまれた山形市の事業のきっかけは、
そもそも山形市国際交流課の職員の尽力によるところで
あるが、それを単発の事業でおわらせず、サポートの会
という組織につなげた意義はおおきい。これにより支援
団体支援と情報交換の継続が担保されたといえる。一
方、全県をみわたすと、教育支援の格差はいなめない。
格差解消のためには、全県レベルでの協議会等、連携・
協働をささえるしくみが必要である。
　1でのべたとおり、散在地域では教育支援の経験は、
地域や学校には蓄積されにくくひろがりにくい。教員も
また、教育支援の必要な児童生徒を担当している期間は
ごくかぎられるため、教員のネットワーク化や、それに
よる教育支援の経験の蓄積もむずかしい。実質的に、支
援者がになっているわけであるが、このような個人まか
せ、支援者だのみの状態からは早急に脱却する必要があ
る。地域全体をみわたし、教育支援のコーディネートを
するとともに、学校間、地域間の教育支援の格差を解消
するには、そうした人材のポスト（身分と待遇）を県レ
ベルで用意しないかぎりは、将来の教育支援は保障され
ない。同時に、きめのこまかい教育支援において威力を
発揮してきた「ひと」と「ひと」とのつながりを、子ど
ものセーフティネットとなりうる大人のネットワークに
拡大発展させ、将来にわたってそれを維持するしくみづ
くりが不可欠であり、その役割は行政がになうべきであ
るとかんがえる。

3．福島における教育支援

　福島県は、「浜通り」「中通り」「会津」の 3 地域に大
別されるが、県都となるような首位都市は存在せず、

「浜通り」のいわき市（人口約 33 万人）、「中通り」の郡
山市（人口約 33 万人）、福島市（人口約 28 万人）、「会
津」の会津若松市（人口約 12 万人）11 といった、中都

市によって構成されている。これは、在留外国人や外国
につながる子どもについても同様であり、ひとつの地域
や都市に集中するのではなく、各地域の中都市を中心に
分散型の傾向をしめしている。このような環境のもと福
島県でおこなわれている教育支援について、のべてい
く。そこでは、様々な連携・協働に関するしかけづくり
をおこない、事業を展開している（公財）福島県国際交
流協会（以下、県協会）のうごきが重要となっている。

3.1　概要
　福島県では、本稿のテーマである「連携・協働」にも
とづく事業として、
A. 学校への有償支援員の派遣
B. 学習支援ボランティア（外国出身者支援）の派遣
C. ボランティアによる課外支援
D. 支援者の養成・研修
E. ハンドブック「帰国・外国人児童生徒の受入れに当
たって」の作成・配布

F. 特別枠選抜入試実施高校への巡回相談会
があげられる。これらの事業を「学校内における教育支
援」、「学校外（放課後・土日）の学習支援」、「教育支援
にかかわるプロジェクト」の観点から分類をおこない、
概観する。

3.1.1　学校内における教育支援
　A. 学校への有償支援員の派遣とは、予算措置をとも
なうものである 12。ここでは、「多国籍児童・生徒サポ
ーター派遣事業」として制度化され、予算措置化されて
いる福島市の事例を紹介したい。
　福島市では、当該事業は、福島市役所市民活動支援課
都市間交流推進係内の福島市国際交流協会（以下、市協
会）が主催となり予算措置をしている。福島市内の学校
に外国につながる子どもが就学し、日本語や教科学習の
支援が必要であるとみとめられた場合には、学校から福
島市教育委員会（以下、市教委）へ、そこから市協会へ
と連絡があり、サポーターという名称で有償支援員の派
遣が決定される。その上で、市協会は、県協会に人材の
照会をおこなう。県協会は「ふくしま多文化共生サポー
ター制度」運営のもとに、人材を登録管理しており、当
該の子どもの母語や年齢、日本語のレベルにあわせてマ
ッチングし、実際に学校に派遣するというながれをとる。

11「福島県の推計人口」（平成 25 年 9 月 1 日現在）http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet;jsessionid ＝
027587C11A6391341EB0DEDC2C17A833?DISPLAY_ID ＝ DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID ＝ U000004&CONTENTS_ID
＝ 15846 による。

12 山形での日本語指導員にあたる（2.1.1 を参照）。
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　この事業で注目すべきことは、支援前、支援中、支援
後の 3 回にわたって、保護者、有償支援員、学校教員、
市協会職員、県協会職員が 5 者で協議をおこなっている
ことである。なお、県協会職員については「多言語コー
ディネーター」がその任にあたっている。県協会へのき
きとりによると、子どもの支援についての相談は、保護
者から直接県協会にくることがおおい、とのことであ
る。県協会には母語で相談できる職員がいる、というの
が県協会に直接くる理由であるが、県協会は、直接その
ままひきうけることをせず、かならず、保護者から学
校、市教委へ相談をし、事業主催者である市協会をとお
すということに留意している。これは、子どもをとりま
く「保護者」、「支援者」、「学校」、「市教育委員会」、「市
および県国際交流協会」、すべての「大人」が連携し、
全員がそれぞれの立場で子どもの教育支援にかかわると
いう点で意味のあるうごきであるとかんがえられる。
　福島市の他に、有償支援員の学校派遣の予算措置化を
おこなっているのは、管見のかぎり 4 市町（いずれも市
町教委が予算措置をする）にとどまっており、突然子ど
もがやってきて経費の捻出に苦慮するという市町村もあ
る。また、予算措置化していても時間数にかぎりがあり
十分な支援がおこなえない、という問題をかかえてい
る。
　これらをすこしでも解決しようと、設計されたのが、
無償の B. 学習支援ボランティア（外国出身者支援）の
派遣である。これは、県教委がおこなっていた既存の

「学習支援ボランティア」制度（学習支援・読書活動・
ノートテイク・家庭教育支援・病院訪問学習支援）に、

「外国出身者支援」という項目の追加がみとめられ、
2012 年度からはじまったものである。そこには県協会
のはたらきかけがあり、最終的には県教委が管轄する公
的な「学習支援ボランティア」制度のひとつとして位置
づけられ、実施できるはこびとなったのである。

3.1.2　学校外の学習支援
　現在、福島県内には、福島市、二本松市、本宮市、郡
山市、会津若松市の 5 市で C. ボランティアによる課外
支援がおこなわれている。県協会が 2006 年に「土曜広
場」の名称で、留学生をサポーターとして、中国出身の
子どもたちの学習支援や交流の場づくりを目的にはじめ
たことをきっかけとし、6 回開催された。翌 2007 年か

らは日本語および教科の学習支援に力をいれるため、既
に地域で成人対象の日本語支援活動をしていた日本人ボ
ランティアをまきこみ、通年月 2 回の継続的学習支援事
業となった。2009 年からは県協会から支援団体に委嘱
がなされ、ボランティアが主体的に活動をおこなうよう
になった。2013 年現在では、上記 5 市での 5 教室に拡
大している。

3.1.3　教育支援にかかわるプロジェクト
　教育支援にかかわるプロジェクト事業としては、D. 
支援者の養成・研修、E. ハンドブック「帰国・外国人
児童生徒の受入れに当たって」の作成・配布があげられ
る。このうちハンドブックは、県協会と県教委の連名で
作成・配布されたもので、突然やってくる子どものうけ
いれに際しての留意点や、活用できる制度・HP の紹介
などが 7 頁に簡潔にまとめられている。県教委がかかわ
っていることで、学校現場への配布や影響力といった面
で効果をうんでいる。
　また、福島県では、外国につながる子どもへの制度的
な支援 13 として、県立高等学校 7 校において帰国・外
国人生徒に対する特別枠選抜入学試験を実施している
が、2006 年より、これら 7 校に F. 特別枠選抜入試実施
高校への巡回相談会として、県協会の「多言語コーディ
ネーター」が巡回し、生徒への個別相談をおこなってい
る。この事業は、学校教員が県協会に「教員体験研修受
け入れ事業」で在籍した際、生徒へのききとりやアンケ
ートを実施して、ニーズのほりおこしをおこなったこと
をきっかけとする。

3.2　県協会のはたらき
　以上でみてきたように、福島県においては、準行政機
関である県協会のはたす役割がおおきい点が特徴として
あげられる。それは、「子ども・保護者」、「地方教育行
政の組織である教育委員会・学校・学校教員」、「支援
者」、の 3 者をつなぐ中間支援組織の役目をにない、ま
た、社会状況の変化にあわせて柔軟に対応した、様々な
事業を主体的に運営していることからも裏づけられよ
う。
　2013 年度になり県協会は、外部資金のサントリー・
SCJ 福島子ども支援 NPO 助成プロジェクト『フクシマ 
ススム ファンド』14 を活用した「福島に暮らす外国の

13 この他、県教委がおこなっている制度的支援については http://www.pref.fukushima.jp/kokusai/non_contents/genjyou/
01-07.html を参照。

14 サントリーホールディングス株式会社と公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンによる東日本大震災で被災した福
島県の子どもたちを支援するプログラム。2012 年に開始。
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子どものサポート」事業を実施した。実施事業（1）「帰
国・外国籍等児童生徒の早期適応のためのサポーター派
遣」は、3.1でのべた有償支援員が予算措置化されてい
ない市町村に対して、初年度にかぎり経費を県協会が補
助するものである。市町村間の格差をすこしでも是正す
るために、これをきっかけにして今後の予算措置化をう
ながすことを目的としている。くわえて、（2）「外国に
ルーツを持つ子どもの支援者研修会（年 3 回）」、（3）

「外国にルーツをもつ子どもとその保護者を対象とした
1 泊 2 日の宿泊交流会」などが実施されており、これら
はこれまでの様々なとりくみが結実したものである。
　同時にあたらしいしくみづくりのうごきともいえる

「帰国・外国籍児童生徒等担当教員等会議」、「帰国・外
国籍児童生徒等関係団体連絡会議」の開催は、今後の連
携・協働の構築において、非常に意義ぶかいものであ
る。
　「帰国・外国籍児童生徒等担当教員等会議」は、対応
の充実と連携の強化を目的として、実際に外国につなが
る子どもをうけいれ、彼らにかかわっている学校教員が
あつまり、研修や情報、課題の共有をおこなった。これ
までは県単位で学校関係者が研修をうけたり、情報を交
換したりする場はなく、その嚆矢となった。
　「帰国・外国籍児童生徒等関係団体連絡会議」では、
県北、県中、会津の 3 地域において、それぞれの地域の
関係団体や組織があつまり、情報と課題の共有および連
携強化を目的とした協議がおこなわれた。会議のメンバ
ーは、主催者である県協会と、事業を後援している福島
県教育委員会、福島大学人間発達文化学類、福島市教育
委員会、会津若松市教育委員会、郡山市教育委員会、白
河市教育委員会、そして、その他市町村教育委員会、支
援団体、支援者等である。これまで福島県では、このよ
うな子どもの教育支援にかかわるメンバーが一堂に会す
る機会はなく、情報、課題の共有はもちろんのこと、今
後の連携・協働のための「初顔あわせ」となった。
　これらの事業の特徴は、県協会が、外国につながる子
どもの教育支援に、県教委や市町村教委、関係団体、大
学等をまきこみ、教育支援の連携・協働の活性化をうな
がすしくみづくりをおこなっている点にある。県協会は
あくまでも「子ども・保護者」、「地方教育行政の組織で
ある教育委員会・学校・学校教員」、「支援者」をつなぐ
中間支援組織であり、すなわち当事者である「子ども・
保護者」の教育において、一義的に責任をもつ「教委・
学校・学校教員」、それらを補完し、かつ独自性をもっ
た教育支援の役割をになう「支援者」の双方がよりよい
はたらきをするための、いわば縁の下の力もち的な後方
支援をおこなっているといえる。こうやって、実際に活

動する支援者や学校教員、それらをとりまく関係団体の
連携・協働の場や機会を積極的につくりだしているので
ある。

3.3　今後にむけて
　県協会がこのようなうごきができるのは、身分と待遇
が保障された専従の職員が配置されているということが
背景にある。異動がないため、一般行政機関にくらべて
安定した専門職のポストであることから、情報・人脈・
知識・経験が蓄積されるといった人的な長所をいかし、
弾力的な事業運営も可能になるのである。こうして、県
協会は、3.1、3.2でのべたように、中間支援組織として
様々な事業をうちだしてきている。
　しかしながら、その事業は、『フクシマ ススム ファ
ンド』受託事業のように、単年度もしくは時限つきの予
算のものがほとんどである。事業の成果を蓄積し、継続
性をいかに担保するかが課題となる。そういった点から
かんがえると、教育支援の関係団体や組織が一堂に会し
て協議をおこなった「帰国・外国籍児童生徒等関係団体
連絡会議」は、きわめて重要な意味をもってくるのであ
る。この連絡会議が福島県の外国につながる子どもの教
育支援を拡充し、継続発展の要となることはまちがいな
い。いわばこの連絡会議は連携・協働のしくみの基盤と
なるものである。したがって、このような連絡会議は中
間支援組織である県協会ではなく、教育行政をつかさど
る教育委員会主催のもとで、推進されていく必要があろ
う。そのうしろ盾があってこそ、たとえば「帰国・外国
籍児童生徒等担当教員等会議」につどう学校教員、学校
に派遣される支援者、ひいては、学校の外で支援するボ
ランティアが、それぞれの現場で、じっくり子どもにむ
きあい、教育支援の質の向上にいそしんで、次のにない
手にひきついでいくことができるのである。

4．まとめ─「協議会」の設置

　わが国における外国につながる子どもの教育支援は、
それぞれの現場で、目の前の子どもを何とかしなければ
という気もちで、「ひと」と「ひと」とがつながり、そ
れが動力となって、ささえられてきた。しかし、外国人
散在地域では、外国につながる子どもが常にいるとはか
ぎらず、教育支援にかかわる「ひと」と「ひと」とのつ
ながりは、個別的、一過性であり、地域的なひろがり、
将来にわたっての継続は担保されない。教育支援の経験
と知識の蓄積は主に支援者がになっているケースがほと
んどであるが、支援者が活動を停止した段階で、経験と
知識の蓄積はとまり、無に帰す。
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　ここから、脱却するために、我々は、地域の「ひと」
と「ひと」とのつながりを財産としていかしながら、組
織や機関をうごかしていく連携・協働のしくみの構築が
必須であるとかんがえ、外国人散在地域である山形・福
島の 2 地域の教育支援を事例とし、考察をこころみた。
　2. と 3. でみてきたように、連携・協働の要となるの
は、山形では「子ども日本語習得サポートの会」、福島
では「帰国・外国籍児童生徒等関係団体連絡会議」とい
った子どもの教育支援にかかわる関係団体や組織が一堂
に会する「協議会」であるといえる。ここでいう「協議
会」とは、子どもの教育支援にかかわる団体・組織同士
の連携・協働と課題解決をうながす場である。この「協
議会」が機能することで、教育支援の体系性・継続性・
実質性を公的に担保することが可能となり、いつでもど
こでも将来にわたり公平で格差のない教育支援が保障さ
れるとかんがえる。「協議会」は組織のネットワークで
あり、いわば組織レベルの大人のネットワークであると
いえよう。
　「協議会」は団体・組織で構成されるが、そこにつど
うのは「ひと」である。これまでつながりのあった「ひ
と」同士は、「協議会」というネットワークにくみこま
れることによって、さらに関係が強化され、また、組織
をこえた「ひと」と「ひと」とのつながりもあらたにう
まれるのである。これが現場におけるきめこまやかな情
報交換をうながし、教育支援の質の向上につながるので
ある。
　山形・福島両地域とも、「協議会」というネットワー
クの一形態がうまれるにあたっては、そのしかけが必要
であった。山形では、山形市の事業から村山地域の 4 市
2 町による村山広域事業をきっかけとし、それを単発の
事業でおわらせなかった関係者の努力があった。福島で
は、受託事業『フクシマ ススム ファンド』において初
の「協議会」がうまれた。そこには中間支援組織のこれ
までのしかけが土台となっていた。
　2 地域のとりくみから、教育支援の経験と知識を蓄積
し、格差のない教育支援を全県的に、かつ将来にわたっ
て保障するには、全県レベルでの組織のネットワークが
非常に重要であることがわかった。このネットワークに
おいては、県と県教育委員会が主体的な役割をはたさな
ければならない。ネットワークの構築および実質的機能
にむけては、市町村自治体、国際交流協会、支援団体が
しかけをつくり、はたらきかけをおこなっていかなけれ
ばならない。シンポジウム等のプロジェクト、単年度の
外部資金の導入は、そうしたしかけとして有効である。
ここに大学も参画し貢献すべきである。また、県全体の
教育支援のとりくみをみわたし格差を解消するには、専

門職のポストが不可欠である。
　子どもが自己存在感・自己有用感をもっていきいきと
生活をおくるために、学校が居場所とならなければなら
ない。学校は教育支援の実施主体である。学校における
教育支援をささえる組織のネットワーク構築と、教育支
援の質を保障する「ひと」と「ひと」とのつながりをう
ながすはたらきかけを今後もねばりづよくおこなってい
く必要がある。
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